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東 北 地 方 整 備 局
北上川下流河川事務所

ゴールデンウィーク前に河川の点検を実施
～利用者・地元自治体と一緒に安全を確認～

東北地方整備局 北上川下流河川事務所では、河川がレクリエー
ション活動や憩いの場として、多くの人々に利用されていること
から、ゴールデンウィーク前に、河川の安全利用点検を実施しま
した。危険箇所等については、応急措置を含む改善措置を実施し
ます。

＜点検状況＞

公園利用者等と合同点検 関係自治体と合同点検
（江合川：牛飼水辺公園） （旧北上川：和渕水辺の学校）

１．実施経緯

河川は、従来からレクリエーション活動や憩いの場として、多くの人々に利用され
ており、河川管理者等も地元自治体と一体となって、水辺の楽校や水辺プラザなど、
地域住民の河川利用に配慮した施設整備を行なってきているところです。

河川においては、従来から定常的に河川巡視などにより堤防等施設の点検を実施し
てきているところです。

利用者の自らの十分な安全確保と併せ、施設を安全に利用してもらうことを目的と
した安全利用点検を下記のとおり実施しましたので、お知らせします。

なお、これらの点検は、多くのみなさまの利用が見込まれるゴールデンウィーク前
と夏休み前の年２回、毎年実施しているものです。

２．点検対象

点検は、北上川下流河川事務所管内の北上川、旧北上川、江合川、鳴瀬川などで、
水辺付近の利用が日常的に見受けられる区域を中心として行いました。（事務所全体
：３５箇所） ※詳細は、別添資料のとおり

３．点検者

河川管理者等（職員等）が実施しました。（河川公園等占用を許可されている管理
者や日頃利用していただいている方々と合同による点検も実施しています。）

４．点検方法

目視及び触診等により実施しました。



５．点検後の措置

点検の結果、「問題のあった箇所」については応急処置を含む改善措置を実施しま
す。

利用されるみなさまにおいても、安全には十分に配慮のうえご利用頂くようお願い
します。

★発表記者会は、石巻記者クラブ、古川記者クラブです。★

問い合わせ先

点検結果全体に関するものは

北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０ （TEL 0225-94-9852管理課直通）

副所長 柴田 富士男 (205)
管理課長 堺 善昭 (331) ℡090-3364-1307（携帯）

個別点検結果に関するものは

大 崎出張所 所長 山崎 透 TEL0229-22-0336
（江合川の内、大崎市・美里町小牛田、新江合川、鳴瀬川の内、大崎市三本木）

鹿島台出張所 所長 阿部 清市 TEL0229-56-2617
（鳴瀬川の内、大崎市松山・同市鹿島台・美里町、吉田川の内、大崎市鹿島台）

飯野川出張所 所長 阿部 晴夫 TEL0225-62-3102
（北上川の内、石巻市、旧北上川の内石巻市桃生の一部・登米市豊里）

米 谷出張所 所長 櫻井 隆広 TEL0220-42-2154
（北上川の内、登米市）

涌 谷出張所 所長 阿部 誠司 TEL0229-42-2317
（旧北上川の内、石巻市、江合川の内、石巻市・美里町南郷・涌谷町）

鳴 瀬出張所 所長 横山 孝臣 TEL022-354-3101
（鳴瀬川の内、東松島市、吉田川の内、松島町・大郷町・大和町）



北上川下流河川事務所管内点検結果一覧表
河川・ダム名 点検箇所 点検施設等 点検結果 対応状況 点検日 措置（予定）日 点検者等

北上川 北上川河口 水面 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、河
北総合支所

きたかみさくら公園 水面、低水護岸、散策路 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、北
上総合支所

月浜第二水門付近船着場 船着場 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、北
上総合支所

月浜水辺プラザ 船着場、散策路 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、北
上総合支所

河北総合センター前船着場 船着場 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、河
北総合支所

柳津船着場 水面、停水護岸、水制工 異常なし － 4月16日 －
河川管理者、占
用者

登米船着場 水面、停水護岸、水制工 異常なし － 4月16日 －
河川管理者、占
用者

米谷親水公園 水面、停水護岸 異常なし － 4月16日 －
河川管理者、占
用者

中田漕艇施設 水面、停水護岸、水制工 注意看板損傷 注意看板設置 4月16日 4月28日
河川管理者、占
用者

冠木船着場 水面、停水護岸、水制工 異常なし － 4月16日 －
河川管理者、占
用者

旧北上川 旧北上川河口部 水面、導流堤
立入禁止区域へ斜路が設
置されている

撤去 4月20日 4月20日 河川管理者

住吉公園・中瀬地区水辺ﾌﾟ
ﾗｻﾞ

水面、船着場
転落防止柵の高さ不足、
手すりのカバー消失

危険予告看板設置、ｶﾊﾞｰ
設置

4月20日 4月28日
河川管理者、占
用者

水押地区親水河岸（音の広
場）

水面、低水護岸 異常なし － 4月20日 －
河川管理者、占
用者

北上川運河交流館 水面、低水護岸、船着場
救命浮環のロープ不備、
立入防止柵脇の隙間、危
険告知幕劣化

ﾛｰﾌﾟ設置、立入防止柵設
置、危険予告看板設置

4月20日 4月28日
河川管理者、占
用者

石巻市曽波神公園 水面、水位観測所 異常なし － 4月20日 －
河川管理者、占
用者

和渕地区水辺の楽校
低水護岸、船着場、水位観
測所

危険告知看板の文字劣
化、立入防止施設の不足

看板補修、立入防止柵設置 4月20日 4月28日
河川管理者、占
用者

植立山公園船着場 船着場 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、桃
生総合支所

豊里地区水辺の楽校 船着場、テラス護岸 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、豊
里総合支所、河
川愛護モニター

脇谷閘門・鴇波洗堰・船着
場

脇谷閘門、鴇波洗堰、船着
場

異常なし － 4月15日 －
河川管理者、桃
生及び豊里総合
支所

江合川 牛飼水辺公園 公園全般 異常なし － 4月14日 －
河川管理者、占
用者、利用者等

江合川河川公園 公園全般 異常なし － 4月13日 －
河川管理者、占
用者

江合川河川公園 低水護岸、水位観測所 異常なし － 4月20日 －
河川管理者、占
用者

新江合川 水辺プラザ(李埣福沼地区) 施設等 異常なし － 4月13日 －
河川管理者、関
係自治体

鳴瀬川 鳴瀬川河口 水面、低水護岸、特殊堤 流木及びゴミの漂着 塵芥処理 4月15日 4月28日
河川管理者、東
松島市

鳴瀬大橋上流部
（高水敷）

高水敷、階段護岸 木製階段の浮き上がり 階段の補修 4月15日 4月28日
河川管理者、東
松島市

小野橋歩道橋下流部
（高水敷）

低水護岸 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、東
松島市

木間塚大橋付近白鳥公園 水面・水辺 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、自
治体（鹿島台）

感恩橋付近親水公園 高水敷 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、自
治体(鹿島台)

鳴瀬川中流堰船着場 水面・水辺 異常なし － 4月19日 －
河川管理者、自
治体(松山)

下伊場野地区水辺の学校 水面・水辺・高水敷き・堤防 異常なし － 4月19日 －
河川管理者、自
治体(松山)・下伊
場野小学校関係

緑地及び運動場広場(師山) 左記全般 異常なし － 4月13日 －
河川管理者、占
用者、利用者

防災ステーション及び河川
公園敷地

左記全般 異常なし － 4月14日 －
河川管理者、占
用者

三本木河川敷運動場 左記全般 異常なし － 4月14日 －
河川管理者、占
用者

三本木桜づつみ及び河川
公園敷地

左記全般 異常なし － 4月14日 －
河川管理者、占
用者

吉田川
吉田川河川公園
（高水敷）

高水敷 異常なし － 4月15日 －
河川管理者、占
用者（大和町）



北上川下流河川事務所管内
（北上川水系・鳴瀬川水系）点検箇所位置図

河北総合センター前船着場
（石巻市成田地区）

鳴瀬川河口部
（東松島市浜市、野蒜地区）

小野橋歩道橋左岸下流
（東松島市小野地区）

吉田川河川公園
（大和町落合地区）

鳴瀬川中流堰船着場
（大崎市松山須摩屋地区）

三本木防災ステーション
（大崎市三本木字廻山地区）

三本木河川敷運動場
（大崎市三本木字蟻ヶ袋地区）

点検箇所数

北上川水系　計２３カ所
【北上川１０箇所、旧北上川９箇所、江合川（新江合川含む）４箇所】

鳴瀬川水系　計１２箇所
【鳴瀬川１１箇所、吉田川１箇所】

江合川河川公園
（涌谷町川原地区）新江合川緑地公園

（大崎市古川師山地区）

李埣福沼地区水辺プラザ
（大崎市古川李埣地区）

江合川河川公園
（大崎市古川渕尻地区）

牛飼水辺公園
（美里町牛飼地区）

月浜水辺プラザ
（石巻市北上町月浜地区）

登米船着場
（登米市登米町登米地区）

中田漕艇施設
（登米市中田町浅水地区）

冠木船着場
（登米市中田町上沼地区）

柳津船着場
（登米市津山町柳津地区）

米谷親水公園
（登米市東和町米谷地区）

北上川河口部
（石巻市北上町月浜地区）

脇谷閘門・鴇波洗堰・船着場
（登米市豊里町北上分流堰地区）

豊里地区水辺の楽校
（登米市豊里町赤生津地区）

植立山公園船着場
（石巻市桃生町中津山地区）

旧北上川河口部
（石巻市門脇地区）

住吉公園・中瀬地区水辺プラザ
（石巻市住吉地区）

北上川運河交流館
（石巻市水押地区）

石巻市曽波神公園
（石巻市曽波神地区）

和渕地区水辺の楽校
（石巻市和渕地区）

三本木桜づつみ公園
（大崎市三本木字桑折地区）

下伊場野地区水辺の楽校
（大崎市松山下伊場野地区）

大崎出張所（７カ所）

鹿島台出張所（４カ所）

飯野川出張所（８カ所）

米谷出張所（５カ所）

涌谷出張所（７カ所）

鳴瀬出張所（４カ所）

凡　　例

月浜第二水門付近船着場
（石巻市北上町月浜地区）

きたかみさくら公園
（石巻市北上町月浜地区）

水押地区親水河岸
（石巻市水押地区）

感恩橋付近親水公園
（大崎市鹿島台木間塚地区）

木間塚大橋付近白鳥公園
（大崎市鹿島台木間塚地区）

鳴瀬大橋上流部
（東松島市野蒜地区）




